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I緒 言

最近,免 疫反 応に おけ る リンパ 節の 役割 が 重要

視され,多 数 の 研究者 の 注 目を 集 め て い る.さ き

に,教 室 の三原(1966)1)は,家 兎 を用 いて主 として

Freund's adjuvant加BGG(ウ シの γ-グロブ リン)

に対する局所 リンパ節(膝 窩 リンパ節)の 反 応を,

リンパ 節 の 重量, DNAお よびRNA含 量の変動 を

指標 として定量的 に追究 した.そ の継続実験 として

本実験 は企画 された もので,同 種皮膚 移植に対 す る

局所 リンパ 節の反応 を,リ ンパ節の重量, DNAお

よびRNA含 量の変動 を指標 として定量的に調べ,

さきに報告 した三原 の実験成績 と比 較,検 討 しよ う

とするものであ る.

上に述べ た三原 の実験で は,成 熟家兎の片側後脚

足蹠皮下に抗原 な らびに非抗原性 刺 激 物 質 を 注 射

し,同 側 の 膝 窩 リ ンパ節 の反応 を調 べたが,本 実

験では,成 熟家兎 の片側 の耳介背側 に 同 種 皮 膚 移

植 を行 な い,同 側 の耳 介根部 にある第1次 局所 リ

ンパ節の反応を検討 した.こ の第1次 局 所 リ ンパ

節は 耳介 根 部 と下顎骨 との間 に孤立 して存在 し,

耳下腺に接 し一部 は脂肪 におおわれてい る.こ の リ

ンパ節の形,大 きさおよび出現部位 はほぼ一定であ

り,同 種皮膚 移植に対す る リンパ 節の反 応を定量的

に追求 するのにま こ とに都合が よい.こ のよ うな実

験系を最初 に同種皮 膚移植 の研究 に応用 したのは,

 ScothorneとMcGregor (1955)2)で,そ の後Scothorne

 (1955)3), Andreら(1962)4),5), Burwell (1962)6)

らによつて採用 され,注 目すべ き結果が あげ られ て

いる.と くにAndreら4),5)は 局所 リンパ節の反応

の細胞学的研究 を主 眼 と し, Burwell6)は 細胞学的

研究のほかに,局 所 リンパ節 の重 量の変 動を指標 と

した定量 的な研究 に重点 をおいてい る.

本研究 では,既 述 の三原 の実 験 におけると同様 に,

局所 リンパ節の重量のほかにDNAお よびRNA含

量を測定 した.そ の理 由は,第1に リンパ節の重量

の増減は必ず しもリンパ 節に含 まれ る細胞総数の増

減 と必ず しも平行 しない.リ ンパ節 内の核の総数 の

増 減を最 も正確 にあ らわすのは,リ ンパ 節 のDNA

総 含量の増 減であるか らで ある.そ して第2に リン

パ節 の総RNA含 量の増減は胞体にRNAを 多量 に

含む細胞,と くにいわ ゆる大型 ピロニ ン好性芽細胞

や形質細胞 の増減をかな り正確に反 映す ることが期

待 され るか らである.

II実 験材料お よび方法

1.実 験動物

市販の 家兎(体 重2.0～3.0kg)を 工～2週 間 教

室 の標準食 によつて飼育 した後実験 に用いた.と く

に耳 介に炎症 などの異常 を認めない ものを厳 選 し,

実験 中に体 重減少 の著 しいもの は除外 した.用 いた

家兎 は近親交配 によつて遣伝子均一性を もつ近交系

で はな く,遺 伝子 的に不均一な雑系である.

2.実 験方法

厳選 した 正常 家兎 をNembutalに よ る静脈麻酔

(35mg/kg)の も と に,左 側耳介 の 背側 を 剃毛 し,

 0.1%マ ーゾニン含有70%ア ル コール にて消毒 した

後, 3.0×1.5cmの 長方形 の 全層皮膚を採取 し,皮

下脂肪組織 を除去 し,自 家移植で はこの採取 した皮

膚 片を採取部位 に3号 絹糸 にて縫着,全 層皮膚移植

を行 なつた.同 種移植で は2例 ずつ同時に実験 を行

な い,採 取 した皮膚片を それぞれ 交換 して移植 し

た,術 後包帯 による被覆 は行なわず,移 植皮膚片 の

生着状態を毎 日肉眼的に観察す るとともに,移 植後

3日 目, 5日 目, 7日 目, 10日 目, 14日 目,お よび

21日 目に家兎 を屠 殺 し,可 及的速やかに両側 の耳介

根部 にあ る第1次 局所 リンパ節 を摘出 し,左 側を実
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験側,右 側を対照側 とし,両 側の リンパ節 につ いて

同様 の検索を行 なつ た.

まず,摘 出 した リンパ節を水冷 ビーカー中で脂肪

組織や結合組 織をで きるだけきれいに取 り除いて,

重量を測 る.そ して,リ ンパ 節 の一部 はCarnoy液 で

固定 し,パ ラフ ィン包 埋を行なつた後Methylgreen

pyronin染 色を施 して 組織学的,細 胞学 的検査 を行

なつた.残 りの リンパ節 は再 び重 量を測定 した後,

 Schneider変 法 によつて核酸を抽 出 し, Diphenylamin

反 応 によつてDNA含 量を,そ してOrcinol反 応 に

よつてRNA含 量を測定 した.そ して,リ ンパ節 の

重量, DNA含 量 な らび にRNA含 量 につ い て,そ

れぞれ対 照側の値を基準 として,実 験例 の値を百分

比 であ らわ した.

III実 験 成 績

1.自 家移植(表1,図1-2)

27羽 の家兎 の左側耳介 の背 側 に全層 自家皮膚移植

を行 なつたが,こ の うち1例 のみ術後5日 目に感染

を ひきお こし,移 植皮膚片 の脱 落を きた したので,

本実験例 か ら除外 した,残 りの26例 は全例 とも屠殺

す るまで移植皮膚片 の生着 をみ とめ,さ らに この う

ち5例 は数ケ月 にわ た り生 着 した.こ れは永久生着

とみな され,移 植手技 の十分 な ることを示す.

局所 リンパ 節の反応の経時 的変 化を み ると, 3日

目,お よび5日 目に実験側 のリンパ節 の重量 がそれ

ぞれ対照側 の値 よ りわずか に増加(そ れ ぞれ24%,

 25%増 加)し てお り,そ れ以後で は対照側 の値 と大

差 な く,ほ とん ど リンパ 節 の 腫脹 は み られなかつ

た.ま た, DNAお よびRNA含 量 の 変動をみて も,

上記 と同 じで あつた.す なわ ち, 3日 目,お よび5

日目には皮膚 移植 という手術操 作によ り多少の リン

パ節の腫脹がみ られ るのみで,そ れ以後で は リンパ

節の腫脹 はな く,自 家 移植に対 して はほとん ど リン

図1. 自家皮膚移植に対す る局所 リンパ節 の反

応.リ ンパ 節 の 反応 の 大き さを重量,

 DNA-Pお よびRNA-P含 量 の増加率 で

別 別にあ らおす.

表1　 自家皮膚移植に対す る局所 リンパ節の反応
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図2. 自家皮膚移植 に対す る局所 リンパ節 の反

応.リ ンパ 節 の 反応 の大 き さ を 重量,

 DNA-Pお よびRNA-P含 量の平均増加

率で まとめてあ らわす.

パ節の増生反応 は認あ られな かつ た.

なお,対 照側 の リンパ 節 の 重量 は, 3日 目に38

mg/kg, 5日 目 に38mg/kg, 7日 目に36mg/kg,

 10日目に36mg/kg, 14日 目に38mg/kg,そ して21

日目に43mg/kgで,経 時的変動 は ほ とん ど認め ら

れない.

また,組 織学 的検索 によ り実験側 の リンパ節 と対

照側の それの 間に 特記す べき 相違を 認 め 得なかつ

た.

2.第1次 同種皮 膚移植(表2,図3-7)

45羽 の家兎 の左側耳 介の背側 に全層同種皮膚移植

を行なつたが,こ のうち2例 に化膿を認め本実験例

か ら除外 した,ま た,こ の うち18例 は 続 い て行な

うsecond setの 実験用 に供 した.移 植皮膚片の脱 落

が終了す るまで観察ので きたのは30例,生 着期間は

7～15日 で平 均生着期間 は9.5±0.28日 であつた.

局所 リンパ節 の反応 の経時的変化を み ると,リ ン

パ節 の重量, DNAお よびRNA含 量は 同種移植後

ほ ぼ 平 行 して 増加 し, 7日 目に最大値(対 照側の

値 に比べて約200%増 加)に 達す る. 7日 目以後に

な ると,上 記の3つ の値 はほぼ平行 してかな り急速

に減少 し, 21日 目にはほ とん ど対照側の値 と同 じに

なる.そ して 反応 極期 の7日 目に お い ては, DNA

およびRNA含 量 の 増加率(212%お よび221%)

が リンパ節 の重量 の増加率(182%)よ りもやや 大

図3. 家兎30例 におけ る第1次 同種皮膚移植片

の生 着期 間

表2　 第1次 同種皮膚移植 に対す る局所 リンパ節 の反応
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図4. 第1次 同種皮膚移植に対す る局所 リンパ

節の反 応.リ ンパ節の反応 の大 きさを重

量 の増 加率で あらわす.

図5. 第1次 同種皮膚移植に対す る局所 リンパ

節の反応.リ ンパ 節 の 反 応 の 大 き さを

DNA-P含 量 の増加率であ らわす.

図6. 第1次 同種皮膚移植に対す る局所 リンパ

節の反応.リ ンパ 節 の 反応 の 大 き さを

RNA-P含 量の増加率で あらわす.

図7. 第1次 同種皮膚移植に対す る局所 リンパ

節の反応.リ ンパ節の 反 応 の 大 き さを

重 量, DNA-Pお よびRNA-P含 量 の平

均増加率で まとめて あらわす.
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き く, 10日 目において もほぼ同様で あった.そ して

一般 にRNA含 量 の 増加率 がDNA含 量の それ を

わず かなが ら上廻 わ る傾 向が認め られ た.

上 に述べ た局所 リンパ 節反応の極期 である移植 後

7日 目 は,丁 度 拒 否 現象 が 始 ま る時期(onset of

 rejection)に 相当 し,拒 否現 象の終 わ る10日 目には

リンパ節反応 の強 さは ほぼ半 減 し,重 量, DNAお

よびRNA含 量の増加率 は100%内 外 とな り, 21日

目にはほ とん ど対照側 の値 と同 じにな る.

局所 リンパ節の組織像 をみ ると,反 応の極期 にお

いては皮質におけ る二次小節芽 中心の新生 と増生が

著 しく,し ば しば新生 され た多 数の芽 中心が互いに

癒合 し,そ のために皮質 の構造 が乱れて くる.こ れ

に対 して髄質 の増生は軽度 であ る.増 殖 す る細 胞に

ついてみる と,移 植後3日 目には皮質 の毛細管 後静

脈の周辺部(芽 中心の外側)に 大型 の ピロニン好性

芽細胞が増殖 し,や や遅れて芽中心細胞 の増殖 がお

こる.そ して髄質 におけ る形質細胞 の増殖 はいずれ

の場合に お いて も比較 的に 軽度で あ った.さ きに

述べた よ うに,リ ンパ 節 のRNA含 量の 増加率が

DNA含 量の それを あま り大 き く上廻わ らな いこと

も,胞 体 に 多 量のRNAを 含む 形質細胞の増殖が

軽度であることを示 す.

局所 リンパ 節 における上述 の組 織像の変化な らび

に細胞の動態は,さ きに教室 の三原(1966)が 報告

した鶏全血に対 す る局所 リンパ節 の反応におけ ると

ほほ同様であ るが,リ ンパ 節の 重 量, DNAお よび

RNA含 量の増加率で あ らわ した反応の 強 さは著 し

く劣り,同 種 移植の場合に は最大値 が200%内 外 で

あるのに対 して,鶏 全血に対す るそれは500%を 越

える.

なお, Andreら(1962) 4)は 移植 後4日 目以後に

な ると流域 リンパ節のみな らず反対 側の リンパ節 に

も,免 疫 反応に特有な大型 ピロニン好性芽細胞や形

質 細胞の増殖がかな り著 明にお こることを観察 し,

 Burwell (1962) 6)も また,対 照側の リンパ節の重量

が移植後4日 目に50%内 外増加す ることをみてい る

が,本 実験 では対照側 の リンパ 節の重量, DNAお

よびRNA含 量の 増加 は 移植後5目 目に 軽度に増

加(平 均 増加率20～30%)し た にす ぎ な か っ た

(表2参 照).

3.第2次 同種皮膚移植(表3,図8-12)

本実験で はsecond set phenomenonを 観察 す るた

め に,同 種皮膚移植後21日 目に前回 と同 じdonor

よ り再 度3.0×1.5cmの 長方形の同種皮膚移植 を行

な った. 18羽 の家兎 に本実験を行 な ったが,化 膿を

お こした例 は1例 も認め られなか った.移 植皮膚片

図8. 家兎13例 におけ る第2次 同種 皮膚移植片

の生着期間

表3　 第2次 同種皮膚移植 に対す る局所 リンパ節の反 応
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図9. 第2次 同種皮膚移植 に対す る局所 リンパ

節の反 応.リ ンパ節 の反応の大 きさを重

量 の増加率 であ らわす.

図10. 第2次 同種皮膚移植 に対す る局所 リン

パ節の反 応.リ ンパ節の反 応の大 きさ

をDNA-P含 量の増加率で あらわす.

図11. 第2次 同種皮 膚移 植に対す る局所 リン

パ節の反応.リ ンパ節の反応の大 きさ

をRNA-P含 量 の増加率で あらわす.

図12. 第2次 同種 皮膚移植に対す る局所 リン

パ節の反 応.リ ンパ節の反応の大 きさ

を重量, DNA-Pお よびRNA-P含 量

の平均 増加率で まとめて あらわす.
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の脱落が終了す るまで観察 ので きた のは13例,生 着

期間 は5～8日 で,平 均生着期 間は6.5±0.22目 であ

った.こ れを第1次 同種 移植 にお ける平均 生着期間

9.5±0.28日 に比べ ると,著 しく短縮 されてい る.

 7局 所 リンパ節 の反応 の経 時的変化 をみ ると
,リ ン

パ節の重量, DNAお よびRNA含 量 と もに早 くも

3日 目に増加率 は100%を 越え, 5日 目には最 大 と

な り,以 後 かな り急速 に減少す る.反 応 の極期にお

ける上記3つ の値の増加率 は約250%で 第1次 同種

移植の場 合のそれ(180～220%)よ り反応 が明 らか

に強い.そ して反応 の極期 はや は り拒否現 象のお こ

ってい る時期 に一致 して お り,拒 否 現象の終了 した

7日 目以後には次第に上記3つ の値 の増加 率 も減少

し, 14日 目にはほぼ50%, 21日 目に ほほぼ20%と

低下 した,

局所 リンパ 節 における組織 像の変化は,第1次 反

応におけ るとほぼ同様 であ るが,変 化がすみやか に

かつ高度 にお こる.

なお,対 照側 の リンパ 節 の 重量, DNAお よび

RNA含 量 は,第1次 反応 に おいて は 移植後5日 目

に軽度に増加 したが,第2次 反応においては増加の

傾 向を示 さなか った(表3参 照).

IV.考 察

同一種 に属す るが遺伝 的組 成を異にす る個体間の

移植,す なわ ち同種 移植は必ず不成功 におわ る.す

なわち,移 植片 は一時 的に生着す るが,早 晩排除 さ

れ右.こ れは移植片 が抗原 とな って宿主 に免疫反応

をおこさせ る結果 であ って,こ の ような免疫 はと く

に移植免疫 と名づ け られ,細 菌性な らび に蛋 白抗原

に対する免疫反応 とは区別 されてい る.し か しいず

れの場合 にも,免 疫反 応の中枢 は リンパ節 およびそ

の他の リンパ装 置であ って,免 疫反応 の本態 は抗原

刺激に対す る リンパ 球,形 質細胞,お よびその他 の

免疫適格細胞 の増殖 反応 にほかな らな い.た だ し,

移植免疫 において は リンパ 球が,そ して細菌性な ら

びに蛋 白抗原 に対す る免疫 反応に おいて は形質細胞

が抗体 の産生 に直接 に関与 す る細胞で あると,今 日

では一 般 に考 え ら れ て い る(Dameshek, 19647);

 19658)参 照).

しか し,免 疫反応 におけ る細 胞増殖 の研究 が進む

につれて,反 応 の第1段 階 と して増殖す る細胞 は主

として リンパ球 であ り,形 質 細胞 の増殖 は反応 の第

2段 階.としておこ ることが次第 に明 らかに されつつ

ある.さ きに 教室の 三原1)は,成 熟 家兎 を 用 い て

Freund's adjuvant加BGG(ウ シの γ-グロブ リン)

に対 す る膝窩 リンパ節の反応を,リ ンパ節の重鉱

DNAお よびRNA含 量を指標 とす る定量的方法 と

Methylgreen-pyronin染 色 による組織学 的,細 胞学

的検査法 とを併用 して追究 し,精 製蛋白抗原 に対す

る免疫 反応 に おいて もまず 増殖 す る細胞 は リンパ

球で あ って,形 質細胞 の 増殖 は 反応 の 第2段 階と

して お こ る ことを立 証 した.し か も,蛋 白抗原 と

Freund's adjuvantを 用 いて 動物 を免疫 す る場合 に

は,抗 原に対 して非 特異 的な リンパ球 の増殖が まず

お こり,そ れが次第に抗体 産生 に直結す る特異的細

胞増 殖(こ れには リンパ球 の増 殖 と形質細胞 の増殖

の両 方が含まれる)に 転 化 され ることが明 らか にさ

れた,

さて,免 疫 細胞増殖 に関す る上述の基本概念を念

頭にお きなが ら,蛋 白抗原 に対す る リンパ節の反応

(三原の実験)と 同種移植に対す る リンパ 節の反応

(本実験の成績)を 比較 検討 して み よう,ま ず 第

1に 気のつ くことは,リ ンパ節 における細胞の増殖

反応が,同 種移植の場合には蛋 白抗原 を用い た場合

より著 しく弱い ことであ る,す なわち,同 種移植の

場合の局所 リンパ節の重量, DNAお よびRNA含

量の増加率は第1次 反応 で200%内 外,第2次 反応

で250%内 外 であるのに対 して, Freund's adjuvant

加BGGを 抗原と して用 いた場合 には局所 リンパ 節

の重量, DNAお よびRNA含 量の 増加率は800%

を越え る.た だ し,こ れ は熱殺抗酸菌を 含 むcom

plete Freund's adjuvantを 用 いたため に, adjuvant

そのものに対す る反応が全体の反 応の大 きさのほぼ

3/4を しめ る.し たがつて,抗 原 に対す る特異的反

応 の大 きさを上記の3つ の値の増加率 と して あらわ

す と, 800%の1/4,す なわち200%内 外 とな り,同

種移植(第1次 反応)に お ける値(増 加率200%内

外)と かな りよ く一致す る.

しか し,同 種移植 の場合 にも リンパ 節の反応 のす

べてが同種抗原(isoantigen)に 対 して特異的で,非

特異 的な反応 は全然含 まれていない とはいえない.

この ことを考慮 に入 れると,同 種移植に対 す る局所

リンパ 節の反応 は一般 に細菌や異種蛋 白に対 す るそ

れよ りも弱 い とみなすべ きで ある.抗 原性の強弱 と

い う観点 か らみて も,同 種抗原 が異種蛋 白よりも抗

原性が強い とは考え られない.

つぎに,同 種移 植片の拒否現 象と局所 リンパ節 の

反応の大き さとの関係をみ ると,リ ンパ 節の反応 の

極期 と拒否現象の始ま る時期 とがほほ一 致す る.そ
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して,拒 否現 象が より早 くおこる第2次 反応に おい

ては,リ ンパ 節の増生反応 が第1次 反応 にお けるよ

りもより強 く,か つ より早 く極期 に達す る.こ の よ

うに,同 種移植 片の拒否現象 は局所 リンパ 節の増生

反 応 と密接 に関連す る.そ して,移 植免疫 は血清に

よつて他 の動物 に移 し得な いが,感 作された局 所 リ

ンパ節 の細胞,と くに リンパ球 によつ て受 動的に移

し得 る(Mitchison, 19549); Billingbam, Brentと

Medawar, 195610); VoisinとMauer, 195711))の

であ るか ら,移 植 免疫 の本態 は局所 リンパ 節におけ

る リンパ球 の増 殖反応 とみな され る.他 方,移 植免

疫 におい ては,局 所 リンパ節 における形質細胞 の増

殖 反応が軽度 であ ることも,こ の ことを裏書 き して

い る.

なお,移 植免疫 は局 所 リンパ節 に限局 され るもの

ではな く,全 身反応 であ ることもま た疑のない とこ

ろであ るが(Billiagham, BrentとMedawar, 195610);

 Aadreら, 19624)),本 実験 におけ る第1次 反応にお

いて対 照側の リンパ節 に軽 度の増 生反応 を認めたが,

第2次 反応 において は これ を認め得なかつ た.

V.結 語

成 熟家兎の片側の耳介背側 に同種 皮膚 移植を行な

い,同 側 の耳介根部 にある第1次 局所 リンパ節の反

応 を,主 と して リンパ節の重量, DNAお よびRNA

含量 の増加 率を指標 と して検 討 した.対 照 実験 とし

て は,上 記 の リンパ節に対応す る反対側 の リンパ 節

につ いて同様の検索を行なつ た.

主要な実験成 績は次 の如 くである.

1.対 照実験 として行なつ た自家移植 に対 しては,

局 所 リンパ節 はほ とん ど反応 しな い.

2.第1次 同種 移 植 に 対 して は,局 所 リンパ 節

は著 しい 増生反応を あ らわ し,重 量, DNAお よび

RNA含 量 はほぼ平 行 して 移植 後急速に上昇 し, 7

日目に最 大値(対 照側 の値 に比べて 約200%増 加)

に達 す るが,そ の後 かな り急速 に 減少 し, 21日 目

には 正常に 復 した.一 般 にRNA含 量 の 増加率 が

DNA含 量のそれ をわずかなが ら上 廻わ る傾 向が 認

められ た.

3.第2次 同種移植 に対 しては,局 所 リンパ節 の

反応の極期が5日 目に早 め られ,し か も極期 におけ

る反応 が 著 しく増 強 さ れ る(重 量, DNAお よび

RNA含 量の増加率 は250%内 外 に上 昇す る).

4.第1次 反応 において も第2次 反応 において も,

局所 リンパ 節の増生反応 の極期 と移植片 の拒否現象

の始 ま る時期 とが ほほ一致す る.そ して同種 移植片

の拒 否現象がよ り早 くお こる第2次 反応 においては,

リンパ 節の増生反 応が第1次 反応 におけるよ りも強

く,か つよ り早 く極期に達す る.

5.第1次 反応 においては,対 照側の リンパ節 に

移植後5日 目に軽度 の増 生反応を認め たが,第2次

反応 においては認 め られなかつ た.

6.第1次 反応 において も第2次 反応 において も,

局所 リンパ節 におけ る形質細胞 の増殖 は比較的 に軽

度で あつ た.こ れ は リンパ 節のRNA含 量 の増加率

がDNA含 量の それを あま り大 き く上廻 わ らない

ことか ら裏書 きされ る.
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The Response of the Regional Lymph Node to Skin Homografts

I. Variations in weight, DNA and RNA contents of the regional

 lymph node during the first and second set responses.
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Yuzo Goto

2nd Department of Surgery (Director: Prof. T. Sunada) 
and 1st Department of Anatomy (Director: Prof. B. Osogoe)

Okayama University Medical School

The hyperplastic reaction of the regional lymph node in response to the first and second 

set skin homograftings has been studied. The magnitude of the reaction of the lymph node 

was expressed quantitatively as variations in weight , DNA and RNA contents. Skin homogra
fting was performed on the dorsum of the left ear of adult rabbits and the lymph node most 

proximal to the base of the ear was examined. The regional lymph node of the contralateral 

side served as controls. The chief results obtained are as follows:

1) In the autografting performed as a control, there is little response of the regional 

lymph node.

2) In the first set homografting, the regional lymph node reveals a strong proliferative 
response, and the weight, DNA and RNA contents increase rapidly after homografting reach

ing to the peak on the 7th day, and thereafter decrease gradually to be normal on the 21st 

day.

3) In the second set homografting, the peak of proliferative response of lymph node is 
seen earlier on the 5th day, and the response is markedly accentuated.

4) In both the first and the second set responses, the peak of the proliferative response 
of the lymph node is seen at nearly the same time of the onset of rejection of the homograf
ted skin.

5) In the first set response, the lymph node of the contralateral side shows a slight 

proliferative response on the 5th day, whereas such a response is not observable in the second 
set homografting.

6) Tne histological examination of the lymph node shows that the proliferation of plasma 
cells is relativly slight in both the first and the second set responses.


